
（単位：百万円）
平成１９年度 平成２０年度

（平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで）

（平成20年4月1日から
　平成21年3月31日まで）

金　　額 金　　額

120,000 60,000

△ 60,000 ―
△ 60,000 ―

60,000 60,000

290,000 350,000

60,000 ―
60,000 ―

350,000 350,000

452 452

― ―
452 452

5,959 6,497

538 421
538 421

6,497 6,918

40,000 15,000

35,000 15,000
△ 60,000 ―
△ 25,000 15,000

15,000 30,000

15,264 15,264

― 14,500
― 14,500

15,264 29,764

1,944 2,113

261 ―
△ 92 △484

169 △484
2,113 1,629

477 497

600 600
△ 579 △568

20 31
497 528

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　退職給与積立金の積立て

　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　社会厚生事業増進積立金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の積立て
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の取崩

　　　　　　　　　　退職給与積立金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計

　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　価格変動積立金の積立て
　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　退職給与積立金
　　　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　基金償却準備金の積立て
　　　　　　　　　　基金償却準備金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計

　　　　損失てん補準備金
　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　価格変動積立金

　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　当期末残高
　　　　その他剰余金
　　　　　　基金償却準備金
　　　　　　　　前期末残高

　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　損失てん補準備金の積立て

　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　剰余金

　　　　当期末残高
　　再評価積立金
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額

　　　　　　基金の償却

　　基金償却積立金
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金償却積立金の積立て
　　　　　　当期変動額合計

　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

９．基金等変動計算書

科　　目

基金等
　　基金
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額

Administrator
明治安田生命保険相互会社

Administrator
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（単位：百万円）
平成１９年度 平成２０年度

（平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで）

（平成20年4月1日から
　平成21年3月31日まで）

金　　額 金　　額

19,950 19,138

49 1,298
△ 861 △439
△ 811 858
19,138 19,997

2,000 2,000

― ―
2,000 2,000

85 85

― ―
85 85

214,642 171,051

△ 177,228 △139,107
△ 538 △421

△ 1,825 △1,049
163,182 122,269

△ 35,000 △15,000
― △14,500

△ 261 ―
92 484

△ 600 △600
579 568

△ 49 △1,298
861 439

　　　　　　　　　　土地再評価差額金の取崩 7,197 2,918
△ 43,590 △45,295

171,051 125,755

300,322 231,648

△ 177,228 △139,107
△ 1,825 △1,049
163,182 122,269

△ 60,000 ―
　　　　　　　　土地再評価差額金の取崩 7,197 2,918

△ 68,674 △14,969
231,648 216,679

710,775 642,101

△ 177,228 △139,107
60,000 ―

△ 1,825 △1,049
163,182 122,269

　　　　　　基金の償却 △ 60,000 ―
△ 60,000 ―

　　　　　　土地再評価差額金の取崩 7,197 2,918
△ 68,674 △14,969

642,101 627,132

科　　目

　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高

　　　　　　当期純剰余

　　　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　社員配当準備金の積立て
　　　　　　基金償却積立金の積立て
　　　　　　基金利息の支払

　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　当期末残高
　　基金等合計

　　　　　　　　当期純剰余
　　　　　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　　　前期末残高
　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　社員配当準備金の積立て

　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の取崩
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の積立て

　　　　　　　　基金利息の支払

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　剰余金合計

　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の取崩

　　　　　　　　　　当期純剰余
　　　　　　　　　　基金償却準備金の積立て
　　　　　　　　　　価格変動積立金の積立て
　　　　　　　　　　退職給与積立金の積立て
　　　　　　　　　　退職給与積立金の取崩
　　　　　　　　　　社会厚生事業増進積立金の積立て

　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　社員配当準備金の積立て
　　　　　　　　　　損失てん補準備金の積立て

　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高

　　　　　　　　　　基金利息の支払

　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　当期未処分剰余金

　　　　　　別途積立金
　　　　　　　　前期末残高

　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の取崩
　　　　　　　　　　当期変動額合計
　　　　　　　　当期末残高
　　　　　　特別準備金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額

　　　　　　不動産圧縮積立金
　　　　　　　　前期末残高
　　　　　　　　当期変動額
　　　　　　　　　　不動産圧縮積立金の積立て

Administrator
明治安田生命保険相互会社
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（単位：百万円）
平成１９年度 平成２０年度

（平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで）

（平成20年4月1日から
　平成21年3月31日まで）

金　　額 金　　額

2,115,313 1,131,732

△ 983,580 △876,335
△ 983,580 △876,335
1,131,732 255,397

1 11

10 △7,169
10 △7,169
11 △7,158

90,691 83,350

△ 7,340 △2,918
△ 7,340 △2,918

83,350 80,432

2,206,005 1,215,094

△ 990,910 △886,422
△ 990,910 △886,422
1,215,094 328,671

2,916,780 1,857,195

△ 177,228 △139,107
60,000 ―

△ 1,825 △1,049
163,182 122,269

　　　　基金の償却 △ 60,000 ―
△ 60,000 ―

　　　　土地再評価差額金の取崩 7,197 2,918
△ 990,910 △886,422

△ 1,059,584 △901,392
1,857,195 955,803

　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）

　　　　基金償却準備金の取崩

　　　　当期変動額合計
　　当期末残高

　　前期末残高
　　当期変動額
　　　　社員配当準備金の積立て
　　　　基金償却積立金の積立て
　　　　基金利息の支払
　　　　当期純剰余

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計

　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計

　　　　当期末残高
純資産合計

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　評価・換算差額金等合計

　　　　当期末残高
　　土地再評価差額金

　　　　前期末残高
　　　　当期変動額
　　　　　　基金等以外の項目の当期変動額（純額）
　　　　　　当期変動額合計
　　　　当期末残高
　　繰延ヘッジ損益
　　　　前期末残高
　　　　当期変動額

評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金

科　　目

Administrator
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